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４人の子育てを通し て
〝農〟と〝食〟を考 え 始 め る

歳でデビューしました

池上 なぜ農業に興味をお持ちになったん
芸能界には

ですか。
浜

道具の持つ自然であたたかみのある美し
さ」を意味する「用の美」という考え方を

のは、子育てがきっかけです。４人の子ど

もに恵まれ、育てていく過程のなかで「こ

の子たちを健康に育てなければ」と思い、

「食」について改めて考えてみました。当

時はまだ大量に農薬を散布している時代で

した。そんな実状を知って「子どもたちを

んて生意気にも思い、
女優になってからも、

仰いで人生を生きて行かれたらいいな」な

感じていたことでしたから「この人を師と

そ美しい』ということは、私自身、すごく

訪れてお話を伺っているのは女性、お母さ

的には考えていません。私がいつも農村を

浜 問題は山積していますが、あまり悲観

に受け止めていますか。

池上 では、いまの日本の農業をどのよう

知りました。
『どんな道具でも、使ってこ

ロケで地方に行くたびに、農村へと分け入

んたちなんです。

ジャーナリスト

浜 たとえば、男性は、農作機械に必要以

組みの違いがあるのですか。

池上 どういうところに男性と女性の取り

いるんですよ。

にとらえて、もっとたおやかに取り組んで

という視点」から、農業をもっとしなやか

から見ると、農村の女性たちは「命を育む

いさせていただいてきました。女性の立場

浜 私はずっと農村の女性たちとお付き合

ですね。

を叩いて「どうなるんだ！」となりやすい

の場合、つい拳をふり上げたり、テーブル

池上 テレビを見ていてもそうですが、男

議論になりがちですが。

浜 男性は「この厳しい農政は！」という

たちは元気だから、大丈夫だと（笑）
。

池上 つまり、問題はあるが、農村の女性

日本の農村の有り様がどんどん変わってい
ったのです。
池上 その頃が、ちょうど日本の農業や農
政の曲がり角でしたね。
浜 民家から茅葺き屋根が外されて、民芸
的に価値の高い梁や柱がチェーンソーで倒
されていった時代でした。それで「ちょっ
と待って、日本はどこへ行くの？ 日本の
農村、農業はどうなっていくの？」という
不安にかられ、興味がそちらの方にシフト
していきました。ですから、女優になるよ
りも、むしろ農村や農業への関心や取り組
みの方が早かったのかもしれません。
池上 なるほど。

池上 彰

って、おばあちゃんたちを訪ねて、話を聞
るうちに、
昭和 年代から 年代にかけて、
50

浜 本当に農業のことを真剣に考え始めた

がわかる
対談
経済トレンド

いたりするようになりました。そうしてい

これからの農業には
「経営」の視点が大切になる

健康に育てるためには日本の“食”や〝農

池上 彰
（いけがみ あきら）

業〟
のことを真剣に考えなければならない」

長野県松本市出身、1950 年生まれ。
慶應義塾大学卒業後、1973 年 NHK
入局。報道記者として、松江放送局、
呉通信部を経て東京の報道局社会部
へ。警視庁、気象庁、文部省、宮内
庁などを担当。1994 年より 2005 年
3 月まで NHK「週刊こどもニュース」
でお父さん役を務める。2005 年 3 月
に NHK を退社し、現在はフリージャー
ナリストとして活躍。著書に『そうだっ
たのか！ アメリカ』
『そうだったのか！
現代史』
『相手に「伝わる」話し方』
『日
銀を知れば経済がわかる』など多数。

が、それより以前、中学２年生のとき、思

村の女性たち
業の未来を農
農
の
本
日
、
き
から退
を続ける浜美
40 歳で女優業
さまざまな活動
、
ど
な
義
講
の
大学で
らの〝教育〟」
とともに考え、
てきた、これか
え
見
ら
か
〟
食
〝
「〝農〟と
枝さんに、
。
た
い
について聞

想家の柳宗悦さんの『民芸紀行』という本

は？

と強く感じたのです。

力〟と
る
き
生
〝
た
き

と出会い、
「 日々の暮らしで使われてきた
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上に投資してしまうことがあります。
械が出ると、やっぱり買いたくなる（笑）
。

池上 男は機械が好きだから、最新鋭の機

浜 美枝
女優・ライフコーディネーター

浜 美枝
（はま みえ）

女性は必要なものしか買わないし、
『 使い

東京都出身、1943 年生まれ。16 歳で
東宝より女優デビューし、1967 年に映
画『007 は二度死ぬ』で、日本人とし
て初のボンド・ガールに抜擢。その後
映画出演や司会業などを続けながら、
農業ジャーナリストとして活躍。現場主
義を貫き、農や食・生活・環境などを
総合的に研究し、日本各地や世界に活
動の幅を広げた。現在では、近畿大学
客員教授のほか、農林水産省美の里づ
くりコンクール審査会委員、食アメニテ
ィ全国農村女性ネットワークの会会長な
どを務める。

浜 それが家計を圧迫してくるわけです。
回しがきくなら、みんなで１機買ってシェ
アすればいいじゃないの』というように行
動します。
池上 そういう意味で、女性の金銭感覚と

て
農業から見え
EME
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いうのは、大事ですね。
浜 女性はふだんから家計簿をつけていま
すから、その延長線上でしょう。ただ、今
は少しずつ変わってきていると思います。
若い人と話をしていると、そのあたりは合
理的に考えるようになっています。
池上 たしかにそうですね。
浜 女性は、身の丈にあった暮らし方や身
の丈にあった仕事の仕方を大切にします。
生活に必要な〝食〟の問題も、世界規模で
展開されている「食料争奪戦」という視点
からではなく『子どもや孫たちに安全な食
べ物と安心して暮らせる環境をつくってい
きましょう』というのが女性の視点です。
その視点が日本中に広がっていけば、違う
かたちの農政につながっていくのでは、と
思っています。
池上 農村の女性が元気なら、日本の農業
は、それほど心配しなくていいということ
でしょうか。
浜 現実問題としては、
耕作放棄地も増え、
高齢化も進んでいますので、日本が抱える
農業や農村の問題は、簡単に解決できるも
のではありません。ただ、今後、少なくと

池上 「目指す方向」とは、具体的にどの

ようなものでしょうか？

浜 いままでのように「国から保障されて

いるのだから、農業を営む人間はただ黙々

と働いていればいい」という発想は、なく

なっていくと思います。

池上 たとえば？

浜 若い世代の人たちは、農業の仕事に対

して「経営」という考え方を持ち始めてい

ます。それに、これまで全く関係のない仕

事をしてきた人たちが、農業に参入する例

も増えてきました。そういう人たちが、農

業の世界に入って来るというのは、すごく

いい傾向だと思っています。

とえば中小企業の普通の商店の経営者も、

池上 それがまさに経営の視点ですね。た

みんな、
「さあ、この商品をどうやって売

るか」ということをいつも考えています。

その視点がいよいよ農業にも入って来る。

つまり、農家の方々も「経営マインドを持

たなければいけない」ということですね。

そこで「農業を経営する」という見方をす

れば、その「農家」を一つの「法人」とし

て考えることもできます。

浜 最近では、農家の法人化もずいぶんと

進んでいます。しかも、農業法人をつくれ

ば、その家の息子が跡を継がなくても、別

の人間が継いでもいいわけですから。

池上 農業法人という形になれば、金融の

面でもお金が借りやすくなりますし、ビジ

ネスとしてより広がりが出てきます。
「農

家の子どもたちが、なかなか後継者になら

ない」という深刻な問題に対しても、解決

策の一つになるかもしれませんね。

浜 経営がきちんとできていたら、農家の
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も「日本の農業の目指す方向」は変わって
行くと思っています。
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本文未収録「浜語録」

紙面が限られているため、本文には載せきれなかっ
た浜 美枝さんの貴重なエピソードを紹介。
子どもたちにお金の大切さを伝える

子どもがよちよち歩きのときから「雑草１本抜いたら
１円」と、古くなったフォークを土の中に入れてやら
せました。律儀な子は 30 分くらいかけて、根を取る
んですよ。でも、要領のいい子は、ぱーっと上だけ
取っておいて、根っこのところは土をかぶせておくん
です。それで「１本、２本……」って、数えるんで
すよ。
それをみて「根がついてないでしょ？ ゼロ円！」
って（笑）。
若い世代が農業を魅力的に変える

今年、私の知り合いのぶどう農園では、急激な天候
変化に左右されて、ぶどうの粒の大きさにばらつきが
出てしまいました。以前でしたら「これは売れないよ」
で終わりでしたが、その若いぶどう農家の人たちは
「一所懸命作りましたが、今年の天候不順のため、
粒の大きさがそろいませんでした。でも、味はとって
も美味しいので、『親子ぶどう』としてお召し上がりく
ださい」という説明書きを添えて、売っていたのです。
ネーミングひとつで、捨てられるものが魅力的な商品
に変わる。若い世代の農家の方は、そういうコミュニ
ケーションの取り方が上手だと思います。

現場を訪ねることが“学び”を深める

私は今、近畿大学総合社会学部で客員教授として
学生たちといっしょに学んでいます。 机の上の学問
は大事だけれど、とにかくいろんな現場に学生たちを
連れて行きます。そこで、実際に生活し、働いてい
る人たちと出会い、語り合うなかから、切実な現実
が本当に見えて来て、そこから導き出された問題解
決法があると思っています。 人々を支えている歴史
や風土、地域のつながりがどういうものであるか、実
際のフィールドワークを通して実感し、
〝学びの目的〟
を見つけてほしいと思います。

をつけるために、どのようなかたちで子ど

と、そうではない。
「社会で生きて行く力」

康なだけで社会で生きていけるか」という

池上 ただ、
「生きる力」といっても、
「健

るようにする、それだけでした。

いました。そのために、食事には気をつけ

っていれば、あとは本人の責任だと思って

浜 健康です。健康で「生きる力」さえ持

心がけていたことは、何ですか。

たちを育てるに当たって、母親として一番

池上 ところで、浜さんは４人のお子さん

子どもに必要な「生 き る 力 」 は
「暮らし方」の見直 し か ら

くと思います。

うなれば、日本の農業はもっと変わって行

子どもたちも喜んで跡を継ぐでしょう。そ

学 ん だ あ と、 ど う す る わ

いのかわからないんです。
「 あなたはなぜ

大学に入ってしまえば、あとは何やってい

た」
という学生もいるんです。そうすると、

池上 実際に「親に頼まれたから大学に来

浜 考えられないですね。

む親がいる時代ですから。

から大学までは行って！」と、子どもに頼

池上 それはいいですね。いまは、
「 頼む

と（笑）
。

ートに納得できなければ「行く必要なし」

ずつケアするわけですから、私がそのレポ

した。子どもたちの学費は主人と私で半分

け？」とたずねて、レポートで答えさせま

何 を 学 ぶ の？

言ったとき、
「何のために大学に行くの？

浜 たとえば、子どもが「大学に行く」と

もたちと接してこられたのですか。

身が「自分の暮らし方」というのをもう一

か。ムダが多いですよね。正しいお金の使

度、見直した方がいいのではないでしょう
くらい行ってくれって言ったから、入りま

い方というのが、日本人はあまり得意では

ないように思います。

池上 正しいお金の使い方というのは？

浜 私自身は「暮らし方に合ったお金の使

い方」というのを心がけてきました。

きかということを常に考えるわけですね。

池上 つまり、どういう暮らし方をするべ

池上 これからの子どもたちにとって、ど

農家の若い世代には
経済学や経営学も学んでほしい

るチャンスにもなります。

い方を考えることで、暮らし方自体を考え

浜 逆に言えば、暮らしに合ったお金の使

らば、併願などせず、ちゃんと目的に向か

浜 やはり、子どもだけではなく私たち自

うあるべきだと思われますか。

池上 お金に関しての教育というのは、ど

ちも、
少しは考えてくれたのだと思います。

いようにと。そういう意味では、子どもた

した。ただ漫然と大学生活を送ることのな

借りて、親にも返してって、厳しく言いま

って、もし入れたら、奨学金をもらって、

せん（笑）
。
「本当に行きたい大学があるな

浜 そんなムダなお金、私は一銭も払いま

ら４年が終わっていて……。

ぼーっと過ごすことになって、気がついた

した」
と。目的意識がないんですよ。結局、

たいの？」とたずねると「いや、親が大学

大学に入ってきたの？ 大学で何を勉強し

農 家 の 方 々 も 「 経 営 マ イ ン ド を 持 た な け れ ば い け な い 」 と い う こ と で す ね 。（ 池 上 ）
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浜 農業の世界でいえば︑２００７年から

んな教育が必要なのでしょうか︒
は︑資本主義の原理で﹁利益を上げること

浜 ただ︑農業の場合︑懸念していること

あり︑返し方である︑ということですね︒

査や研修のために︑アジアの国々も回って

ればならない﹂ということです︒私は︑調

からの日本の農家は世界にも目を向けなけ

なく︑経営の視点はもちろん︑世界経済の

る知識は絶対に必要ですが︑それだけでは

業を始めたいという人たちは︑作物に対す

浜 そのためには︑農業にたずさわる人た

２００８年に食料の高騰があり︑食の世界

ちも︑農業だけでなく︑経済学や経営学に

実態やグローバルな金融市場に関する知識

ついても︑知っておかなければいけない︒

も必須になってくるのでしょうね︒

めにどれだけ多くのマングローブの木がア

とくに︑次の世代は若いうちから︑そうい

いるのですが︑たとえば﹁日本でエビの天

ジアの国々で切り倒されているのか﹂とい

ったいろんなことを学ぶ必要があります︒

ぷらを食べるために︑そのエビの養殖のた

日本でどんどん消費を続けている現状は︑

う事実を知りました︒それを知らないまま︑

親の世代が若かった時代と現代社会では︑

が最大の目標﹂になることと︑
﹁ 農地を守

ビジネスの世界では﹁儲かりそう﹂とみる

果たして許されることなのだろうか︑と感

何もかも大きく変わっているわけですか

りながら農業を続ける﹂ということが︑相

と闇雲に参入し︑
﹁ 儲 か ら な い ﹂と わ か る

じています︒私は︑人さまの幸せを奪って

では毒入り餃子事件や産地偽装問題など︑

よし﹂
という時代ではなくなってしまった︒
とすぐ撤退する傾向があります︒
それでは︑

まで日本人が豊かになってはいけないと思

ら︑親の側も︑そのことをちゃんと理解し

大きな問題が起きました︒今後も︑予測困

農業であれ︑なんであれ︑これからは︑世
本当の意味での日本の農業の発展につなが

て︑
農業を経営していかなければならない︒

回しかできないのですから︒

界の環境問題も含めて︑しっかりと基礎を
りません︒

います︒

反するケースもあるわけです︒米作りは

学んで︑経営者としての自覚を持って関わ

池上 逆に言えば︑使ったお金がうまく生

年やっても

らないと︑世界の競争についていけないと

を守り︑発展させていくためには︑まさに

池上 だからこそ︑これからの日本の農業

りに金融教育の果たすべき役割があると思

〝農〟や〝食〟の世界でいえば︑そのあた

難な問題が世界中でますます出てくると思

思います︒

きて︑よそさまが幸せになるようなお金の

います︒
﹁ ただ黙々と働いていれば人生は

池上 中学生や高校生がやがて社会に出て

使い方ができればいいですよね︒そうなる

が大事ということなんですね︒

います︒

﹁ 農 業 を 経 営 と し て み て い く ﹂と い う 視 点

生きて行くためには︑一人ひとりが経営者
にならなければいけない︒つまりは︑お金

10

と︑これから農家を継ごうとか︑新たに農

10

浜 気をつけなければならないのは﹁これ
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の稼ぎ方であり︑使い方であり︑借り方で

その１

基礎を身につける
その４

暮らし方を考える
その３

経営の意識を持つ
その２

女性の視点を活かす

女性の立場から見ると、農村の女性たちは「命を
育むという視点」 から、身の丈にあった暮らし方や
身の丈にあった仕事の仕方を大切にしながら、農業
をもっとしなやかにとらえて、もっとたおやかに取り組
んでいる。

若い世代の人たちは、農業の仕事に対して「経
営」という考え方を持ち始めている。農業とは関係
のない仕事をしてきた人たちが農業の世界に入って
来るのは、いい傾向。経営がきちんとできていたら、
農家の子どもたちも喜んで跡を継ぐだろう。

「自分の暮らし方」というのをもう一度、見直した
方がいいのでは。 正しいお金の使い方というのが、
日本人はあまり得意ではない部分がある。 暮らしに
合ったお金の使い方を考えることで、暮らし方自体を
考えるチャンスにもなる。

農業であれ、なんであれ、これからは世界の環境
問題も含めて、しっかりと基礎を学ばないと世界の
競争についていけない。そのためには、経済学や経
営学についても、知っておかなければならない。

対談を終えて

子どもの「生きる力」は
「自分の経営」につながる

ているので、４人の子どもたちにも厳しく、お金

浜さんは、ご自身が幼い頃からお金に苦労され

に関しての教育ができたのだと思います。これま

での農家の方々は「経営」という感覚を持ってい

ない方もいました。しかし、グローバリズムが急

激に進んだ結果、農業にも「自己責任」が求めら

れ、経営マインドが必要とされるようになってき

ました。その点で、浜さんが子どもたちに与えよ

うとされた「生きる力」もまた「自分を経営して

いくこと」に通じていて、
「金融教育」とは、そ

の「自分の経営」に必要な教育のひとつと考えら

れるのかもしれません。

農 業 を 営 む 人 は ︑ た だ 黙 々 と 働 い て い れ ば い い と い う 発 想 は な く な っ て い く と 思 い ま す ︒︵ 浜 ︶

浜 美枝さんが語る〝これからの農業
と教育に必要なもの〟とは？

ここは尾道市立

原田中学校

平成

年度の
組織は３部４
課体制！
ＮＲＣは
年間を通しての
活動です

商品知識を身につけ
商品開発も行います

ＮＲＣの活動
を発表します！

プレゼンの技術
も向上します
月には
落ち葉を
集めて
仕込みを
行い︑

２月の株主総会

では︑事業報告・

決算報告を株主

の皆さんに発表
します

実際に販売

活動を

行ってみて︑

場所によって

売れるものが

ちがうことが

わかってきました

都市部では︑

立ち寄りの

お客さまが

多数なので︑

コンパクトで

持ち運びしや

すいものが

よく売れ

ます

逆に﹁尾道商店街﹂では︑

車で移動するお客さまが

多く︑大容量のものが

売れました！

腐葉土を
車まで運ぶ
サービス
つき

場所によって

んですね

色々工夫がある

500円

売れるものの

ちがいを考えて

販売活動を

しています

古藤文乃さん

300円

エコセット

何をしている

ところですか？

腐葉土を
つくっています

今は﹁蔵出し﹂

リサイクル・

︵ナチュラル・

社名はＮＲＣ

安松美惠先生 吉田弘司校長
コーポレーシ

平成22年度ＮＲＣ社長

すぐに植物栽培が楽しめる

※株主は
優待価格で
400円

の作業中です

我が校では腐葉土を
商品として作って
販売しています

生徒全員が社員の株
式会社形態で腐葉土
の生産・販売を

ョン︶

!!

「ひろしま夢ぷらざ」や
「尾道商店街」などで販売活動を行う。

また、京都大学で開催された
『 バ ー チ ャ ル・ カ ン パ ニ ー・
トレードフェア』では 2 年連
続最優秀賞を受賞。

財務課
生産課

営業販売課
企画開発課

営業販売部
製造部

STOCKくん
行っています

2月・株主総会

○地域に一株100円で株主を募る。株
主は優待価格で腐葉土を購入できる。
参与
（教職員）

6月・販売活動
11月・文化祭
12

12月・腐葉土仕込み

22

企画開発部

社長から社員に辞令書を交付。
新入社員にはＮＲＣの説明を行う。

○生徒自身が運営。生産量から販売目
標まで決定する。
代表取締役
社長
平成22年度
ＮＲＣ
組織図

5月・入社式

］
尾道市立原田中学校／広島県
［

STOCKくんが
突撃リポート!

明日から使える

今回のユニーク授業は

06

“会社経営”を通して、
社会と
繋がる『 生きる力 』を育む
中学校や高等学校で行われるユニークな経済・金融の授業を
紹介するこのコーナー。 今回は広島県尾道市立 原田中学校を
リポート。 自然の恵みにあふれた環境で行われている 「 腐葉

「経済性」は、実際に腐葉土を販

につながっていることを体験から

により、自分の生活が経済と密接

経済活動に自発的に取り組むこと

売し、お金を扱うことで育まれる。

緑豊かな尾道市原田地区の原田

小さな“社員”の会社活動
が起業家精神を育む

中学校で行われる経済教育は、非

学んでいく。

そして、株主の協力を得るため

常にユニークだ。生徒全員が「社

会性」を学び、コミュニケーショ

には、
説明が必要だ。こうして「社

員」となり、腐葉土の生産・販売
こうした活動はアントレプレナ

ン能力も磨かれ、その結果生徒の

する“株式会社”を経営している。
ー教育（起業家教育）と呼ばれ、

プレゼン能力も向上する。また生

会だ。対面販売やプレゼンを行い、

ている小学生～大学生の成果発表

徒が活動を通し、地域の大人との

交流から学ぶことも多く、その中

質・能力を育む教育を指した。近

で自分自身を見つめ直し「個人性」

もともとは起 業 家 的 な精 神と資
年教育現場では、起業家の生き方

だ。毎年、京都大学で開催される

会とつながり、共に生きる力を育

起業を目指すという卒業生も。社

化と影響を与えた。中には、将来

こうした活動は生徒に大きな変

の自信にもつながっている。

評価を受ける。この評価が、生徒

日頃の成果を競い、専門家からの

や精神（アントレプレナーシップ）

トレードフェア』 年度、 年度

のが『バーチャル・カンパニー・

これらの活動の成果を裏付ける

を育んでいくのだ。

も注目を集めている。

年連続最 優秀賞 受賞の実績

この大会は、環境や福祉等の社会

む 教 育 は 確 実 に 根 付い て き てい

の
活動内容は腐葉土を市内の小・中

的な課題解決をテーマに、地域と

る。

原田中学校の腐葉土の生産・販

に対峙する力を育てる教育として

者が社会での自分のあり方や困難

を様々な体験から学ぶことで、若

10 月 2 日尾道本通り商店街で販売活動。客との
ふれあいが生徒を成長させる。

連携し、仮想企業を設立・運営し

売活動は 年前から始まり、その

08
学校で販売するシンプルなものだ

2
った。それが株式会社形態に変わ
校長が、生徒の「経済性・社会性・

原田中では、商品開発などの工夫も盛んで
す。いまや人気定番商品となった「エコ
セット」も生徒からの発案がきっかけ。エ
コ意識の高まりからエコな新商品を作りた
い！と企画提案がありました。しかし、そ
れが実現できたのは地域の協力があっての
こと。種苗会社の協力で安く種や球根を卸
してもらったり、尾道商店街の店舗に商品
を置かせてもらったりと、多くの方の協力
があって、新商品が生まれるのです。

ったのは 年前。当時の佐伯邦芳
個人性」いわば「生きる力」を育
てたいと考えたのがきっかけだ。
大きな変化は“株主”との関係

音楽科教諭

尾道市立原田中学校
生徒指導主事
安松 美惠先生

が生まれたこと。株主は生徒の保
中の活動の支援者たち。学校だけ

護者や原田地域の住民など、原田

を強めること、生徒が学校以外の

の活動にとどめず、地域との連携
世界に触れることも株式会社化の
重要な目的のひとつである。
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「蔵出し」後に腐葉土をもみほぐす「手もみ」は
全て手作業。木の枝などの混入物を取り除く。

37

5

土の生産・販売 」 というユニークな農業の 「アントレプレナー
教育」 の現場を取材した。

9 月 22 日に行われた「蔵出し」の作業風景。集められた落ち葉は、仕込みから約 1 年半で発酵して
腐葉土となる。蔵（腐葉土を仕込むスペース）から腐葉土を運び出すのは、なかなか重労働だ。

審判

中・高校生が体当たりで調べた

最 先 端
エネルギーのハイレベルなエコ技術を集結した

エコテクゾーン
エタノールを生産し
資源として活用

生ごみを利用した
先端テクノロジー

米国やブラジルなどでは、バイオ燃料を作

エコテクゾーン内の「バイオマスエネルギ

るのにトウモロコシやサトウキビなどの「食

ーセンター」には、近隣の学校の給食センタ

べられるもの」を原料としているのに対し、

ーやレストランなどから、１日400㎏の生ご

このシステムでは捨てられるはずの「生ご

みが運び込まれる。このごみを発酵用の装置

今回の研究テーマ

に入れて、エタノールやメタンガスなどの

み」を原料としている点が画期的だ。

「バイオ燃料」に変える。石油などに代わっ

日本で１年間に出る生ごみは、約２千万ト
ン。東京ドームの約16杯分の量といわれ、

て注目される次世代エネルギーだ。

その約90％が焼却処分されているのが現状。

100㎏の生ごみを装置に入れると、約10

これをエネルギーに変えることができれば、

リットルのエタノールが生産できる。これは

ごみ処理のためのエネルギーが節約できるう

自動車を約60㎞走行させることができる量

え、地球温暖化対策や化石燃料の使用削減に

だ。現在は、センター内にあるビニールハウ

もつながる。この技術を応用した循環型社会

スの冷暖房や農業用ロボットを動かす燃料と

が実現する日はそう遠くないかもしれない。

して使われている。

生ごみからエタ
ノールを生産す
る施設。昔なが
らの醸造技術は
ここでも生かさ
れている。

生ごみ・酵母・
酵素（麹）

固体
発酵槽
エタノール

生ごみからメタンガス
を生成する施設。ガス
は、気体燃料として利
用できる。

発酵残渣
（さ）

生ごみを固体のまま発酵させて、エタ
ノールを生産。
発酵残渣は肥料となる。

今回の調査員

金澤春香さんに
伺いました !

伊東舞さん ︵高校２年生︶

綾野堯くん︵中学１年生︶

調査員 なぜこの大学を選んだのですか？

金澤 もともと食品に関わる研究がしたく

て︑東京農大を選びました︒全国の大学で

﹁醸造﹂の名がつく唯一の専門学科があっ

たのも︑この大学にひかれた理由です︒

調査員 醸造科学科では︑どんなことをす

るんですか？

金澤 まずは微生物の名前を覚えて基礎を

学びます︒その後は︑ビールやワインなど

を自分たちの手で作ったり︑醸造会社に２

週間宿泊してお酒や味噌などの製造に携わ

ったりして︑実践技術を学んでいきます︒

調査員 ﹁醸造﹂とは︑どんな意味なのか教

えてください︒

金澤 微生物の発酵の力を利用して︑食品

応用生物科学部
醸造科学科４年

最先端技術を駆使する大学の
﹁農業技術研究﹂
の実態を調査せよ！

NOW

食の安全や環境志向が叫ばれる中︑ 農業技術研究に注目が集まる東京農業大学︒
今回は︑ 昔ながらの伝統技術をベースに︑ 未来のエネルギー開発を手がける︑
﹁醸造科学科﹂ の研究の実態を︑ 中・高校生が調査する！

FUTURE

08

調査員

伊東さん＆
綾野くんが

温 故 知 新

調べた !

伝統技術をベースに 味・香り を追究する

地球環境にも役立つ
微生物の力は
小さくても偉大！

酒類学研究室

日本で昔から受け継がれてきたお酒
や味噌などの醸造技術が、現代の最先

FUTURE

NOW

新しい醸造技術で
進化をはかる

自然界の酵母を利用して
未知の酒造りに挑戦

端テクノロジーに応用されているのは、
とても意外でした。目には見えない微
生物の働きは、食べものやお酒の製造
に大きく関わっているだけでなく、地
球温暖化やリサイクル、限りある石油
資源に代わるエネルギー生産の原動力
になっているということがわかり、小
さくても偉大な力を思い知りました。
いま世界的な問題となっている地球
温暖化は、大気中の二酸化炭素（CO ）
2

の増加が原因とされています。しかし
バイオマスエネルギーの原料となる生
ごみの大半は、元は植物なので、光合
成によって大気中のCO を吸収してい
2

ます。燃焼させても地球上のCO はプ
2

日本酒造りで花酵母を使うと、おいしいも

「酒類学研究室」は、植物の花から造られた世

のが低コストで造れる。吟醸酒は原料の米の

界初の「花酵母」を研究している日本唯一の

中心部だけを使うため高価だが、花酵母は米

研究室だ。日本酒造りでは、酵母と呼ばれる

をそれほど削らなくても、吟醸系のフルーテ

微生物の力が必要だが、花酵母は日本酒の長
所を最大限に引き出す優良酵母として誕生し

ィな香りを出すことができる。
さらに異なる特徴をもった花酵母をかけ合

た。それ自体が花の香りがするわけではない

わせて、味や香りのバリエーションをふやす

が、アベリアは香り豊か、ベゴニアは深みの

ことも期待されている。花酵母を使った日本

ある味、サクラはすっきりとした味になるな

酒は、卒業生の酒蔵から次々と商品化されて

ど、花の種類によってお酒の味や香りに微妙

いる。近々、自分の好きな酒を「酵母で選ぶ」

な違いが出てくる。今後もより個性的な花酵

時代がやってくるかもしれない。

母の誕生が期待されている。

ラスマイナスゼロとなるため、バイオ

花酵母を培養
する試験管。
現 在 は30種
類ほどの花酵
母が分離され
ている。

燃料は「カーボンニュートラル」とも
いわれているそうです。
微生物の
力ってすご
いんだね。

酵母を減数分
裂させて胞子
を取り出すと
きは、光学顕
微鏡で拡大し、
モニターに映
し出して作業
する。

農業だけではない「生物
多様性」
の研究を見た！
キャンパスに隣接する「バイオリウム」には、世界各地で

取材協力

調査、収集した貴重な動植物がずらりと並んでいる。放し飼

東京農業大学

てくる粘液で髪をシャンプーできる「シャンプーの木」など、

やお酒などを造ることです︒たとえば︑食

ビの一種である麹菌や酵母︑乳酸菌などの

卓にもよく登場する味噌や醤油︑酢も︑カ

働きを利用して造られています︒

調査員 ほかにどんな研究がありますか？

金澤 生ごみを発酵させて︑エタノールや

メタンガスなどのバイオマスエネルギーに

変える研究も進められています︒エタノー

ルはガソリンの代わりに︑メタンガスは気

体燃料として︑石油に代わる代替エネルギ

ーとしての利用が期待されています︒

調査員 バイオマスエネルギーとお酒づく

りは︑どう結びつくのですか？

金澤 米が発酵してお酒になるのは︑酵母

などの微生物の働きによるものです︒生ご

みをバイオマスエネ

ルギーに変えるのも

原理は同じで︑昔な

がらのアルコールの

醸造技術を応用して

造られています︒
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調査員 ありがとう

電話03-5477-2226（入試センター）
http://www.nodai.ac.jp/

多様な生物の奥深い研究を見ることができる。

ございました︒

食料や環境、健康、バイオマスエネルギー
などの研究を手がける大学。経験して学ぶ
『実学主義』
をモットーに、役に立つ学問を、
社会や地球に還元できる人材を育成してい
る。
世田谷のほか厚木キャンパス
（神奈川）
、
オホーツクキャンパス（北海道）
がある。
◆世田谷キャンパス
東京都世田谷区桜丘１−１−１

いにされている「グリーンイグアナ」
、水に浸した葉から出

％︵２００９年概算︶だ︒

本の食料自給率は︑わずか

また︑カロリーベースでの算出
方法をとっても︑たとえば畜産物
の自給率は本来︑ ％前後と高め

リカ１２４％︑フランス１１１％︑
９割を輸入に頼っているため︑そ

だ︒しかし︑育成に使う飼料の約

ほかの先進国と比較すると︑アメ
％⁝と︑

ている︒しかし︑この﹁自給率﹂そ

日本の食料自給率の低さは際立っ

カロリーが低いため︑当然︑この

内生産の割合の高い穀物や野菜は

という低水準にまで落ち込む︒国

の分が差し引かれ︑結果︑約 ％

％︑イギリス

のものの数字の算出方法が世界基
自給率算出方法では︑寄与する割

ドイツ

まず︑自給率 ％という数字は︑

準と異なることをご存知だろうか︒

計算したものだ︒ところが︑この

食料に含まれるカロリーを用いて

基づいて算出されている︒つまり︑

輸出向けの生産分も国内供給量に

ば抜けた食料自給率だ︒これには︑

注目したい点としては︑海外のず

もうひとつ︑カロリーベースで

合も低くなる︒

算出方法を食料自給率の基準にし

﹁重量ベース﹂
︵生産量︑輸入量な
ど食料の重さそのものから算出︶

168

173

輸出分も含むカロリーベースで算出すると日本の食
料自給率は他の先進国と比較して低くなる傾向が見
られる。出典：農林水産省「食料需給表」より

自給率は農業の未来を考えるう

いが︑輸出量も多い︒
えで大事なデータだが︑数字その

124

ものではなく算出方法など背景を

が用いられている︒この重量ベー

の先進国は︑もちろん生産量も多

含まれている︒冒頭に挙げた海外

17

ているのは日本だけ︒世界基準は︑

﹁カロリーベース﹂
︵供給熱量︶に

40

111

スで︑日本の主食用穀物の自給率

30

20

21
17
12
7
平成 2
60

58

65

80

200

100 （％）

日本の食料自給率の推移

10

日本の食料自給率は、カロリーベースでみると40％
だが、重量ベースでみると高水準に。
出典：農林水産省「食料需給表」より

かった場所や地域で︑野菜

れまでは︑考えられもしな

地帯でも野菜の栽培ができる︑さ

す︒大手化学メーカーなどで砂漠

東地域で植物工業の事業化を目指

こ

まざまな装置の開発の取り組みが

るような環境はなく︑これまで現

南極では︑周囲に植物を栽培でき

わない﹁水耕栽培﹂を導入した︒

ら︑野菜栽培装置による︑土を使

では栽培できない根菜や果菜など

式植物工場を実現︒従来の水耕式

効土壌菌を組み合わせ︑初の土耕

土壌資材﹁ヴェルデナイト﹂に有

の野菜工場を建設した︒有機栽培

紅の技術だ︒２００８年から屋内

なかでも注目されているのが丸

進んでいる︒

地では生野菜はほとんど食べるこ

の収穫を可能とした︒

将来的には︑砂漠地帯や中東な

ど灌漑された耕作地の確保が難し

い地域への輸出などの可能性が期

近年︑食の安全や︑野菜の安定

待される︒

供給という面などから︑国内でも

り拓くことにもなりそうだ︒

が︑世界の〝農と食〟の問題を切

その需要が高まる日本の野菜工場

栽培を開始した︒極地での収穫は

水を淡水化する技術を応用し︑中

また︑現在︑三菱化学では︑海

順調なようだ︒

︵発光ダイオード︶を使った野菜

光源に電力消費量も少ないＬＥＤ

そして２０１０年の 次隊では︑

きるようになった︒

レタスなどの新鮮な野菜が収穫で

とができなかった︒しかし︑水耕

和基地では︑２年前の第 次隊か

たとえば︑南極にある日本の昭

を育てる取り組みが︑日本の技術

丸紅の有機無農薬野菜工場の実験。水耕栽培で不可
能だった根菜や果菜も栽培できる。
（写真＝丸紅）

革新によって可能になってきた︒

南極の昭和基地の51次隊は、基地内でLEDを使った
野菜栽培を行っている。（写真＝国立極地研究所）

栽培の導入により︑毎週のように
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を見ると ％と︑比較的高水準に
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含めて注目する必要がありそうだ︒

南極で収穫！ 砂漠で栽培！

40
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オーストラリア
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なる︒

カロリーベースで見た主要先進国の食料自給率

進む野菜栽培技術
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2
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日

グローバルスタンダードではない !?

食料自給率のカラクリ
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1
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授業で使える経済トピック
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TREND COLUMN

が高まっている︒日本の農業は数

アジア︑ヨーロッパを中心に人気

の価格で販売されている︒また︑

シヒカリ﹂は︑現地の米の約３倍

る日本産のブランド米﹁魚沼産コ

２０００年から台湾で輸入してい

戦前から︑日本と台湾は文化交流

年前までは︑価格の高さなどから︑
台湾のＷＴＯ︵世界貿易機関︶加

2010年
●野村ホールディングス ●ローソン

年︑日本の農産物輸出品が

国際競争力の弱い産業という見方
盟を機に︑島根県のＪＡ西いわみ

●サッポロビール ●イオン

その背景には︑企業の農業参入の

改正︑施行されたことが大きい︒

それまで農地の所有やリースが

できる法人は︑農業生産法人など

から︑国は農地法の規制緩和をは

﹁ワタミ﹂や﹁サイゼリア﹂など

かった︒地方自治体も︑企業誘致

に限られていた︒しかし︑農業従

そして２００８年から２００９

に積極的だ︒そうした流れを受け︑

事者の高齢化︑休耕地の増加など

年にかけて︑さらに農業参入企業

の外食産業が︑自社店舗で提供す

数は飛躍的に伸び︑その業種も拡

しかし︑収益性︑販路の開拓な

新たなビジネス分野ととらえた企

ど︑企業が抱える課題も多い︒事

業が増えたのだ︒

の企業が参入している︒帝国デー

大している︒主な大手企業の一例

タバンクが２万１４３１社を対象

一方︑農業の収益構造の改善︑

新たな農業資材やインフラなどの

実︑早晩に撤退した企業もある︒

周辺ビジネス拡大︑雇用の創出︑

に︑２０１０年４月までの３年間

業を調査した︒その結果︑回答率

る︑と期待の声も多い︒

地域貢献など︑日本の農業が変わ

約 ％で︑約１割の企業が︑参入

で︑農事業に参入済み・予定の企

は右表に挙げたが︑実際はかなり

る野菜の自社栽培を開始した︒

参入した︒２０００年代初頭には︑

﹁カゴメ﹂などの食品メーカーが

１９８０年代には
﹁キユーピー﹂

業に参入するようになったのか︒

なぜ︑これほど多くの企業が農

2009年

があり︑親日的な素地があった︒

が一般的だった︒しかし︑高品質︑
が﹁ヘルシー元氣米﹂の輸出を始

︑日本企業の農業参入が急増

●九電工 ●ＪR東日本 ●生協ひろしま

障壁だった農地法が２００９年に

今

近年、 農業に参入した主な大手企業

など︑
１９９０年代には﹁伊藤園﹂
︑

している︒

●ＪR東海 ●モンテローザ ●東急ストア

近

味のよさ︑安全性などが海外で支

年までに農林水産物の輸出額を１

2008年
●豊田通商 ●セブン＆アイ・ホールディングス

一種の〝ブランド〟として︑

持され︑
﹁高級食材﹂として需要
めた︒減農薬︑減化学肥料米とい

平市のリンドウは︑オランダで高

また︑草花分野でも岩手県八幡

倍の価格で売れている︒

う付加価値もあり︑現地米の約２

が拡大しているのだ︒
例えば︑日本産のりんごは中国
で人気だ︒
販売価格は中国産が３・
に対し︑日本産は 元にもなるが︑

５元︵※１︶
︑米国産が ・５元

兆円規模とする目標を掲げ︑その

現在︑農林水産省は︑２０１３

い評価を受けるなど好評だ︒

似た状況はタイにもある︒青森

呼び︑富裕層に人気だ︒
県産のりんごブランド﹁むつ﹂は︑

実現のため︑積極的な生産体制の
強化をはかっている︒
〝 ブランド

中国産りんごと比較して約 倍の

水産物

価格だが︑売れているという︒

日本の農林水産物、食品の輸出は増加傾向にある。
平成 19 年（2007）には、３年前の約４割の増加。
出典：農林水産省「農林水産物等輸出実績」より

農作物〟が輸出促進を後押しする
役割は大きい︒

農林水産物の輸出額の推移

特に日本産の農ブランドが広く

「ヘルシー元氣米」は 2003 年より台湾で販売。台
湾で代表的な輸出米だ。
（写真＝ＪＡ西いわみ）

ローソンの「ローソンファーム千葉」農場。生産野
菜は一部店舗で販売開始された。
（写真＝ローソン）

︵予定を含む︶していることがわ
かった︒
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受け入れられている国が︑台湾だ︒

異業種続々！ 農業に参入する
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企業急増のウラ側
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﹁糖度が高くおいしい﹂と評判を

ニッポン農ブランド主要輸出産業となるか !?

世界に広がる
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お知らせ

1

レインボーニュース Vol.14

東京農業大学
オリジナル
カムカムドリンク

W

!
チャンス

を5 名様にプレゼント!!

東京証券取引所オリジナル

ストラップ

を抽選にもれた方10名様に
プレゼントいたします！

同封のアンケートにお答えい
ただいた方の中から、 抽選
で5名様に、 独自の研究技
術でつくられた「東京農業大
学オリジナル カムカムドリン
ク」
（6本箱入りセット）
をプレ
ゼントいたします。

お知らせ

2

「金融経済教育フォーラム」開催のお知らせ （参加無料）

中学校・高等学校の先生方や教育関係者を主な対象とした「金融経済教育フォーラム」を開催いたします。
このフォーラムは、金融経済教育の意義や教育現場における取り組み事例などの紹介を通じて、学校・教育現場における金融経済教育
を支援することを目的に開催するものです。

【開催予定】
日程

会場

基調講演者

Ｈ22年12月27日（月）

仙台 （KKRホテル仙台）

伊藤 元重 氏（東京大学大学院 経済学研究科 教授）

Ｈ22年12月27日（月）

名古屋（名古屋栄東急イン）

伊藤 洋一 氏（株式会社住信基礎研究所 主席研究員）

Ｈ22年12月27日（月）

広島 （八丁堀シャンテ）

山田 真哉 氏（公認会計士）

Ｈ22年12月27日（月）

松山 （えひめ共済会館）

住田 裕子 氏（弁護士）

Ｈ22年12月28日（火）

金沢 （石川県地場産業振興センター）

橋本 五郎 氏（読売新聞 特別編集委員）

Ｈ22年12月28日（火）

大阪 （北浜フォーラム）

伊藤 洋一 氏（株式会社住信基礎研究所 主席研究員）

Ｈ22年12月28日（火）

福岡 （天神ビル）

山田 真哉 氏（公認会計士）

Ｈ22年12月30日（木）

東京 （東京証券取引所）

島田 晴雄 氏（千葉商科大学 学長）

Ｈ23年 １月６日（木）

宇都宮（ホテル東日本宇都宮）

島田 晴雄 氏（千葉商科大学 学長）

Ｈ23年 １月８日（土）

札幌 （札幌証券取引所）

島田 晴雄 氏（千葉商科大学 学長）

伊藤 元重 氏

伊藤 洋一 氏

島田 晴雄 氏

住田 裕子 氏

橋本 五郎 氏

山田 真哉 氏

【フォーラムの詳細・申込方法】
「証券クエスト
（http://www.shokenquest.jp/）
」のイベントコーナーをご覧ください。
フォーラムに関するお問合せ

日本証券業協会

証券教育広報センター 証券教育部 ＴＥＬ：０３−３６６７−８０２９

レインボーニュースのバックナンバーは「証券クエスト」http://www.shokenquest.jp/ に掲載しております。
レインボーニュース 第14号
発行者：証券知識普及プロジェクト
お問い合わせ窓口：日本証券業協会 証券教育広報センター TEL 03−3667−8029
企画・制作：株式会社学研パブリッシング

東京証券取引所グループ CSR推進部 TEL 03−3665−4879

証券知識普及プロジェクト

「証券知識普及プロジェクト」は、下記の証券団体等が参加し、長期的・継続的に証券知識の普及・啓発を図ることを目的に、学校における金融経済教育に役立つ
各種学習教材の提供、一般消費者向けのセミナーや講演会の開催等、多岐にわたり活動している共同事業です。
●参加団体一覧
日本証券業協会 東京証券取引所グループ 大阪証券取引所 名古屋証券取引所 福岡証券取引所 札幌証券取引所 投資信託協会 名証取引参加者協会
※当情報誌は全国の中学校・高等学校へ無償で進呈しております。

